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Club of Sasebo

　本日夜はホテルフラッグス 九十九島で祝賀会がご
ざいます。多くの会員のご出席をよろしくお願いし
ます。
　最後に、皆様方には思い出深い例会場だと思いま
すが、本日をもちまして、佐世保玉屋8階での例会を
終了します。次回からは富士国際ホテルが例会会場
となりますので、お間違いのないようよろしくお願
いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　長崎県歯科医師会　災害対策委員
　 松添歯科　松添　裕之 様
◯ゲスト　地区交換学生 吳　　柏蓁（Tiffany） さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー理事	 三木　　明	さん
　第2740地区ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　�国際ロータリー年次大会が、米国ハワイ州ホノルル�
「日本人親善朝食会」を下記要領で開催

　日時／2020年6月7日㈰　開場（予定）6：15
　　　　朝食会（予定）6：45〜8：15
　会場／シェラトン・ワイキキ・ホテル ボール・ルーム
　会費／お一人　8,000円
　締切日／2020年3月6日㈮

2．公益財団法人　ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　齋藤　直美	さん
　2019-20年度　下期普通寄付金のご送金のお願い

3．地区米山記念奨学会	 委員長　大家　和義	さん
　世話クラブ・カウンセラー依頼についてのお願い
　2月20日㈭までにガバナー事務所までお申し出くだ
さい。

4．第2530地区　復興フォーラム
	 実行委員長　大橋　廣治	さん
　	 第2740地区ガバナー　千葉　憲哉	さん

会 長 挨 拶
 会長　木村　公康
　本日は、10：50より亀山八幡宮におきまして恒例の
長寿祈願祭をとり行いました。
　 本 年 は 喜 寿 の お 祝 い に 大 神 邦 明 パ ス ト 会 長、 
森信正会員、古稀のお祝いに井口東郎会員、還暦に
中村徳裕会員が迎えられます。あらためましてお祝
いを申しあげます。
　喜寿のおふたりは昭和19年生まれの戦中派の方々
です。大神パスト会長は、とても77歳には見えない
若々しいお姿で、息子さんの大神吉史会員とは兄弟
と間違えるくらいです。ラッキー7が2つ続く年のお
祝いですので、今年も素晴らしい1年であられること
を祈念いたします。
　森会員は病気療養中で例会ではお見受けできませ
んが、先日、西村正一郎さんにお聞きしましたところ、
だいぶ元気になられ、一緒に食事をされたとのこと
でした。ぜひともご快復なさって、例会にご出席し
ていただきたいと思います。
　古稀の井口会員も70歳にはとても見えません。お
仕事がら、健康には大変気をつかわれておられると
思いますが、医者の不養生ということわざもござい
ますので、用心され、益々ご活躍されることを祈念
いたします。
　先日の日経新聞に何歳まで働くつもりかの調査が
載っていました。そのなかで、「75歳以上」と回答し
たのは全体の16％、「70歳〜74歳」は21％だったそう
です。
　この2つを合わせた「70歳以上」は37％となり、前
回調査より7ポイントも増えたそうです。人生100年
時代を迎えて高齢者を中心に就労意識が大きく変わ
っています。
　お三方には、これからも仕事もロータリー活動も
頑張っていただきたいと思います。
　還暦の中村会員も仕事や各イベントの司会など、
年中忙しいと思います。また、今年度は国際奉仕姉
妹クラブ委員長として、交換学生のティファニーさ
んのお世話をお願いしています。この還暦の年は、
私も不整脈が見つかり手術をしました。まだまだ若
いと思っていても、体が老年に入ってくる頃だと思
います。ぜひとも健康に注意していただくよう、先
輩としてのアドバイスとさせていただきます。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 1 22 3,385 26

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 65 名・欠席 14 名・ビジター 0 名・出席率 82.27 ％

《 1月 8日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・メークアップ 13 名・修正出席率 100.00 ％
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　「復興フォーラム」へのご参加・ご登録のお願い
　2020年3月21日㈯（1日目）
　　1.「スタディツアー」（被災地現状視察）
　　　9：30〜17：30　JR福島駅西口発
　　2. 「参加者懇親会」18：00〜20：00
　　　クーラクーリアンテ（福島市）
　2020年3月22日㈰（2日目）
　　3. 「復興フォーラム」9：30〜15：30　パルセ飯坂

（福島市飯坂町）※申し込みを希望される方は、
ガバナー事務所まで

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　本日18：30よりホテルフラッグス 
九十九島にて長寿祝賀会を開催いた
します。本日は、大塔卸本町入口よ
り送迎バスが出ますので、バスをご
利用の方はお間違いのないよう、よ
ろしくお願いいたします。
　17：15　大塔卸本町入口
　17：40　十八銀行佐世保駅前支店
　17：45　京町バス停（永田ビル前）
　17：50　島瀬バス停（野村証券前）
　17：55　松浦町国際通りバス停（永代ハウス前）

■ローターアクト委員会	 委員長　安部　雅隆
　2月10日㈪ 18：30より、長崎国際
大学RACの4年生卒業記念祝賀会（追
いコン）を開催します。
　3名の学生が卒業しますので、一
人でも多くの方にご参加いただきま
して、彼らの卒業をお祝いしていた
だければ幸いです。
　場所は未定ですが、佐世保市街周辺で考えており
ます。決まり次第、お知らせいたします。

ロータリー３分間情報
ロータリー情報・文献記録委員会	 石井　正剛
　ロータリーにまつわる3という数字。
　ロータリーの3大義務は、皆様ご
存知の通り1.会費の納入、2.例会の
出席、3.ロータリー雑誌の購読
　ロータリー三賢人
　1. アーサー・フレデリック・シェルドン
　　 最もよく奉仕するもの、最も多く報われると言

う標語の原型を掲げた人
　2.チェスレー・ペリー
　　 ポール・ハリスがロータリーの建設者と呼び、

32年間RI事務総長を務めた人
　3.ベンジャミン・フランク・コリンズ
　 　 他人の為に尽くすことの意義と重要性を説いた

人（「Service not self」無私の奉仕、のちに「Service 
Above Self」超我の奉仕となりました）

　もうひとつ3にまつわる話として

　ロータリーの初代会長が選出されたのが1905年、
115年前の3月23日でした。
　当時の会合は、ロータリー創設者4人の事務所を持
ち回りで行われておりました。会長を決めるにあた
り、当然ポール・ハリスが初代会長になるものと思
われていましたが、この日の会合はシルベスター・
シールの会社で行われたことを記念してポール・ハ
リスがシルベスター・シールに会長就任を依頼しま
した。シールは快く引き受けたとのことです。
　この日はロータリー第3回目の会合であったと記録
されております。
　このことから依頼されたらどんなことでも快く引
き受けるという、あの名言「ロータリーでは依頼さ
れたときの返事は“ハイかYES”しかありません」
が伝統として現在にも引き継がれているそうです。
　本日を最後に例会場が変更されるとのことです。
玉屋さんでの最後の昼食を美味しくいただきたいと
思います。
　本日は2020年1月第3週目の例会です。
　注）3賢人の一人はポール・ハリスとする人もあり
ます。

慶　　　　祝
 出席・例会委員会　椎山　　昇
●永年会員表彰
　井上　斉爾 さん（36回）、橘髙　克和 さん（33回）
　遠田　公夫 さん（33回）、井手　孝邦 さん（31回）
　下田　弥吉 さん（30回）、長島　　正 さん（27回）
　石井　正剛 さん（27回）、円田　　昭 さん（27回）
　田中丸善弥 さん（26回）、梅村　良輔 さん（29回）
●100％出席表彰
　玉野　哲雄 さん（42回）、前田　隆夫 さん（ 1回）

 親睦活動委員会　谷川　辰巳
●結婚記念月のお祝い
　廣瀬　章博・みどり さん ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　 さん ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　 さん ご夫妻（31日）



（3）

未だに復興の途上にあります。毎年のように地震や
各地で発生している局地的豪雨、台風による風水害
と多くの自然災害が発生しています。今後も首都直
下地震や南海トラフ地震の発生等が起こり得る中、
多種多様な災害に適切かつ効果的に対応し、災害発
生時の緊急災害歯科医療や、避難所等における口腔
衛生を中心とした公衆衛生活動を通じて被災者の健
康を守り、地域歯科医療の復旧を支援することは歯
科界の社会的使命であると考えています。
　熊本地震ではJMAT（日本医師会災害医療チーム）
の一員として初めて参加し、災害時の医療活動につ
いて知見を得ました。被災者の皆さんは恐怖体験と
将来に対する不安を抱え、そこから不顕性の健康被
害が起こり体調を崩されます。高齢者や支援が必要
な方々は劣悪な環境からの上気道炎やエコノミー症
候群、誤嚥性肺炎などから命にかかわる危機に直面
することがあります。いわゆる災害関連死、災害か
ら助かった命が失われることの無い様にこの医療チ
ームは取り組んでいます。
　また、災害では不幸にして命を落とされた方々の
身元確認作業に歯科は大きな役割を持っています。
東日本大震災では犠牲となられた方の88.6%は身体的
特徴や所持品で身元の確認がされました。それが出
来なかった方々は指紋から2.4％、一番有効と思われ
るDNAからは僅かに1.1％、これは元となる試料であ
るDNAが津波に流され採取できなかったことにより
ます。そのような状況のなかで、歯科による確認作
業で判明した方は7.9％で、身体的特徴・所持品から
判明した方以外の約７割が歯科所見でご遺族のもと
に帰られています。
　国民のお口の健康を守ることが第一の我々の使命
ですが、今日お話しする様な社会的役割についても
皆様のご理解をいただきたくお話させていただきま
す。30分という限られた短い時間でお話しするのは
とても困難ですが、スライドの見難さと早口をご容
赦いただきお聴きいただきたいと存じます。

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　米倉洋一郎
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、坂本　　敏	さん
中村　徳裕	さん、安部　雅隆	さん
安部　直樹	さん、福田　金治	さん
橘髙　克和	さん
　長崎県歯科医師会 災害対策委員 松添裕之様の卓
話に期待して、ニコニコいたします。

長富　正博	さん
　本日は松添裕之先生に卓話をお願いいたしました。
歯医者は、呑んだくればかりではないぞ、というこ
とを証明していただきます。

大神　邦明	さん、中村　徳裕	さん
　本日は雨の中、大神邦明、中村徳裕の神事のため
にご参拝いただき、誠にありがとうございます。

井口　東郎	さん
　今夜、古稀の祝賀会を開いていただき、ありがと
うございます。どうぞよろしくお願い申しあげます。

松本　祐明	さん
　去年11月16日〜開催しておりましたハッピードリ
ームサーカスは、1月19日に無事終了いたしました。
　皆様ありがとうございました。おかげ様で赤字に
ならずにすみそうです。

井上　斉爾	さん、橘髙　克和	さん、遠田　公夫	さん
井手　孝邦	さん、下田　弥吉	さん、長島　　正	さん
石井　正剛	さん、円田　　昭	さん、田中丸善弥	さん
梅村　良輔	さん、玉野　哲雄	さん、前田　隆夫	さん
　永年会員並びに出席100％表彰をしていただき、あ
りがとうございます。

廣瀬　章博	さん、田中丸善保	さん、米倉洋一郎	さん
　結婚記念月のお祝いをしていただき、ありがとう
ございます。

井口　東郎	さん
　お誕生日のお祝いをしていただきまして、ありが
とうございました。先週お休みしましたので、ニコ
ニコいたします。

◇
ニコニコボックス 本日合計 　34,000 円
 累　　計 578,000 円

卓　　　　話
『災害時における歯科医師の役割』

長崎県歯科医師会 災害対策委員
松添　裕之	様

　近年、2011年3月の東日本大震災
や2016年4月の熊本地震等の大規模
災害が発生して大きな爪痕を残し、

＊2020年2月例会卓話者予定＊
 5日　新会員　浦　　義浩 さん
　　　（西部ガス㈱　佐世保営業部長）
12日　クラブアンケートのため卓話なし
19日　創立記念日例会 パスト会長 大神　邦明 さん
26日　長崎国際大学　硬式野球部
 助監督　栗原　邦夫 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ予定＊
日時／2020年2月8日㈯　14：00〜15：30
会場／島瀬公園（募金活動）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2020年2月10日㈪　18：30
会場／場所未定　4年生卒業記念祝賀会

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、 
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をいたしま
すので、事務局までお知らせください。
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ありがとう佐世保玉屋さん
69年間大変お世話になりました

1976-77年　7階会場　忘年家族会 例会を支えてくださったみなさま

──────────────────　現　在　──────────────────

───────────────────　昔　───────────────────

1988年　8階例会場
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（今週の担当：黒江　章雄　カメラ担当：福田　金吾（例会）　西田　勝彦（祝賀会））

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

会長挨拶　木村 公康さん 賀寿者挨拶 喜寿 大神邦明さん 賀寿者挨拶 古希 井口東郎さん 賀寿者挨拶 還暦 中村徳裕さん

乾杯
松本英介さん

司会
松本祐明さん

万歳三唱
出端隆治さん

長寿祈願祭・祝賀会 【喜寿】大神　邦明さん、森　信正さん
【古希】井口　東郎さん　　【還暦】中村　徳裕さん

2020年1月22日㈬ 〔祈願祭〕10:50 亀山八幡宮　〔祝賀会〕18:30 ホテルフラッグス九十九島


